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都市計画マスタープランの改定に向けたオープンハウス アンケート調査結果概要 

 

１ 調査の目的 

    千代田区都市計画マスタープランの改定に向けて、地域関係者等の意向や要望を把握することを目的とする。 

 

２ 調査概要 

（１）調査対象 オープンハウス参加者 

（２）調査方法 オープンハウス各会場にて配布 

（３）調査期間 令和 2年７月 30日～8月 29日 

 

３ 回収結果 

対象地域 会場 日時 参加者 
アンケート 

回答数 

アンケート 

回収率 

神田公園地域 神田公園出張所 
7/30（木） 

7/31（金） 
71 64 90.1% 

大手町・丸の内・ 

有楽町・永田町地域 
3×3Lab Future 

8/3（月） 

8/4（火） 
25 20 80.0% 

和泉橋地域 和泉橋出張所 
8/5（水） 

8/6（木） 
21 18 85.7% 

万世橋地域 万世橋出張所 
8/18（火） 

8/19（水） 
30 29 96.7% 

飯田橋・富士見地域 富士見出張所 
8/20（木） 

8/21（金） 
40 26 65.0% 

神保町地域 神保町出張所 
8/24（月） 

8/25（火） 
33 27 81.8% 

麹町・番町地域 麹町出張所 
8/26（水） 

8/27（木） 
146 110 75.3% 

全地域 区民ホール 8/29（土） 44 24 54.5% 

合計 410 318 77.6% 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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４ 回答者の属性 

【性別】  

基数 構成比 

男性 232 73.0% 

女性 66 20.8% 

回答しない 2 0.6% 

無回答 18 5.7% 

合計 318 100.0% 

 

【年齢】  

基数 構成比 

20歳未満 0 0.0% 

20代 32 10.1% 

30代 54 17.0% 

40代 75 23.6% 

50代 57 17.9% 

60代 51 16.0% 

70代以上 42 13.2% 

回答しない 3 0.9% 

無回答 4 1.3% 

合計 318 100.0% 

 

 

【住まい】   

基数 構成比 

千代田区内 127 39.9% 

千代田区外 183 57.5% 

 地権者等  13  4.1% 

不動産事業者、設計事業者等 56 17.6% 

在勤者・在学者 79 24.8% 

その他 25 7.9% 

不明 10 3.1% 

無回答 8 2.5% 

合計 318 100.0% 
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５ 図表の見方 

（１）回答比率は小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示 

（２）複数回答の質問では、回答比率が 100 を超える場合あり 

（３）参加者は延べ人数 

 

６ アンケート調査 質問と回答 

 

Q１. オープンハウスを何で知りましたか。（複数回答可） 

オープンハウスを知ったきっかけは、「ホームページ」（27.6％）が最も多く、次に「知人からの口コミ」（26.0％）であっ

た。また、「ホームページ」（27.6％）や「SNS」（5.0％）といったメディアを通じて知った回答者は約 3割であった。 

  

基数 構成比 

広報千代田 59 16.3% 

ホームページ 100 27.6% 

掲示板 17 4.7% 

チラシ 42 11.6% 

SNS（Twitter、Facebook） 18 5.0% 

知人からの口コミ 94 26.0% 

その他 32 8.8% 

無回答 0 0.0% 

合計 362 100.0% 

 

 

16.3%

27.6%

4.7%

11.6%

5.0%

26.0%

8.8%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

広報千代田

ホームページ

掲示板

チラシ

SNS（Twitter、Facebook）

知人からの口コミ

その他

無回答
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Q２. オープンハウスにお越しいただいた理由をお聞かせください。（複数回答可） 

オープンハウスへの参加の理由は、「当地域のまちづくりに興味がある」（29.8％）が最も多く、次に「千代田区のまち

づくりに興味がある」（27.6％）、「当地域内で働いている」（16.4％）という理由が続いた。 

  

基数 構成比 

千代田区のまちづくりに興味がある 136 27.6% 

当地域のまちづくりに興味がある 147 29.8% 

当地域内に住んでいる 59 12.0% 

当地域内で働いている 81 16.4% 

当地域内に関わりがある 54 11.0% 

その他 16 3.2% 

無回答 0 0.0% 

合計 493 100.0% 

 

 

 

 

 

27.6%

29.8%

12.0%

16.4%

11.0%

3.2%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

千代田区のまちづくりに興味がある

当地域のまちづくりに興味がある

当地域内に住んでいる

当地域内で働いている

当地域内に関わりがある

その他

無回答
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Q３. オープンハウスに参加した感想をお聞かせください。 

オープンハウスに参加した感想は、「満足」（39.6％）と「やや満足」（39.9％）を併せ約８割の回答があった。一

方、「やや不満」（2.2%）と「不満」（1.6%）の回答は少なかった。 

  

基数 構成比 

満足 125 39.6% 

やや満足 126 39.9% 

どちらともいえない 50 15.8% 

やや不満 7 2.2% 

不満 5 1.6% 

無回答 3 0.9% 

合計 316 100.0% 

 

 

 

Q４ Q３で回答した理由をお聞かせください。 

（神田公園地域） 

〇個人的に日本橋川沿いの空間が親水性に乏しい。より素敵な空間にしていただきたい、したいと考えていたので、同

様の声をお持ちの方が多くみられ、よりその重要性を感じました。 

〇区外在住で神田勤務も短い自分からしますと、初見ではとっつきにくい感じがした。 

39.6% 39.9% 15.8%

2.2%

1.6%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

満足・やや満足 79.5％ 
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〇開発を受け入れながら、どうやって神田らしく、くらして働く場と活力を維持するかが難しいけど必要 

〇現状のデータが理解できるものが多くわかりやすかったが、今後の千代田区のまちづくりの指針となるマスタープランの

方向性や未来への希望となるヴィジョンを具体的に示してほしかった。 

〇再開発に向けた積極的な取り組みを感じた（住民の意見の反映なので） 

〇神田地区の現状や課題を知ることができた。より魅力的な街になるよう願っています。 

〇この 20年間に区内に住み始めた人たちの地域内での人のつながりが、防災面を考えると重要と思いました。マスター

プランの冊子については、２０年前のものより文体が堅くなっていると感じました。20 年後に読む人にも思いが伝わる

形を望みます。 

〇オープンハウスでの個別のまちづくりに対する意見をきちんと吸い上げてマスタープランの策定にいかしてもらいたい 

〇出席された方々の意見を取り入れたまちづくり都市マスにしていただきたい。「まちづくりの成果」のパネルに書かれた成

果がよくわからなかった。具体的な成果と反省を今回の都市マス改定に生かしてください。 

〇私は神田錦町３丁目の住民でありますが都市計画の見通しが立たず、非常に困惑しております。住民在勤者とし

て将来設計ができないからです。ぜひ推進をお願いいたします。 

〇住民や働く人の意見を取り入れて今後の再開発プロジェクトを進めていただけるのはありがたい 

〇千代田区のイメージは環境性に優れておりクリーンなイメージがある。新築の建物だけではなく、既存の建物などにも

もっと積極的に CO2 フリー、地域エネルギー供給など環境性をアピールするように促してもらえると働いている社員も

企業アピールにつながる。 

〇まちづくりの計画に気軽に触れたり、自分の意見を言える場はなく貴重な機会だと思う。もっとふらっと立ち寄れるよう

な所で開催するともっと広く興味をもってもらえるのかなと思いました。私は錦町に勤めてはいますが、大手町などに比

べるとにぎわいが無く、もっと再開発が進んでにぎやかになってほしいと願います。また最近は災害も多いので BCP とか

の対策もまち全体として考えていただきたいです。                                         

〇神田周辺で検討されている開発の動向、これからのまちづくりの方向性について、様々な検討がなされていると感じる

ことができた。コロナの影響で少し寂しくなってしまった街の活性化の為、職住商業が一体となったにぎわいを創出する

再開発を積極的に進めてもらいたい 

〇都内の様々な地域で都市再生の事業が進められ、まちの復興が図られている中で、当地域はまちづくりに係る事業

が滞り取り残されている感がある。日本橋などでも再開発の接近により昔ながらのまちと新しいまちが調和してにぎわ

いが創出されている。当地域も昔からの伝統を守りつつ地域の発展のための施策を進めてほしい。 

〇街にかかわっている人とディスカッションがコロナで出来ないのが残念。理屈より実行が大事。 

〇神田公園地域がかかえている課題やまちづくりの将来像について具体的にイメージすることができ、とても良い取り組

みだと感じた。ただ集めた意見がしっかり反映されるのか気になる。千代田区のまちづくりは中央・港と比べてもスピー

ドが遅い印象があるので今回の意見もふまえて具体的なまちづくりを進めてほしい。とくに本地区は、大手町丸の内に

近接している立地にも関わらず、更新がおくれていると思う。ぜひ区がリードして今ある事業を進めてほしい。 

〇地元住民事業者からの意見を積極的に取り入れて議論を深めてほしい。荒唐無稽な開発だけはしてはならない。 

〇計画は良いと思います。各案件の通り取り組みを願います。 

〇具体的な昨年末のパブコメの反映した内容がみたかったが、次回今年１１月公聴会前の資料発表に期待したい 

〇再開発をすすめ道路の整備緑地の確保を街のにぎわいをつくる。地震対策のため小規模住宅の改修等。安心にす

める町。 

〇HP で見られる内容がほとんどでした。課題解決の方向性がもう少し見たかったです。 
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〇リアルタイムに区の方からのご意見も加えていただければ議論が深まりそう 

〇まちの課題認識や特徴様々な施策がよくわかりました。コロナによる賑わい低下や将来の災害に向けスピード感をも

ってまちづくりを進めていただきたいと思います。 

〇意見を伝えることが出来る場はありがたいが、今後今回の意見がどのように反映されるかわからない。「意見は聞きま

した」という形だけにならないようにしてほしい。 

〇神田公園地区対象の展示はおおむね予想通りだったが示されたキーワード「下町らしさ」等への定義への疑問は解

決されなかった。 

〇神田錦町には緑豊かな広場が必要。神田錦町には住民が少ない。ファミリー住宅の整備が必要。神田錦町の活

性化のためにランドマークとなるような拠点性のある街づくりが必要。 

〇区の強力な後押しが必要なことは、再開発の遅れで明白に思う。 

〇小川町周辺では古い建物が多く地震の時に倒れたりしないか不安。大きな建物に再整備するなど対応してほしい。

区も中心となって。お茶の水にはニコライ堂という文化財があるのでこの歴史を生かしたまちにしてほしい。 

〇展示は見ましたが今日まで君たちが話し合ったり行動したりしてここまではやりました。という努力が見えない。白紙を

渡して何か言えではなくこういう方向にあるがどうでしょうか？という聞き方が正しいのではないか。 

〇千代田区が収集しているデータが分かりやすく提示されていたと考えます。これからの街づくりに対する千代田区の考

えがもう少し提案されていても良いと思いました。 

〇行政主体のまちづくりではなく住んでいる人働いている人の意見意思を尊重したまちづくりをより一層進めてほしいで

す。 

〇神田公園地区の歴史（～江戸）についての記述が少ない。特に小川町錦町を除く町人が住んでいた 8 町会江

戸古町（慶長年間設立の街）について記述しないと神田発祥（江戸の草分けの街）の歴史がつながりません。

歴史を明記し継承し開発（再開発事業含む）の礎としていただきたい。 

 

（大手町・丸の内・有楽町・永田町地域） 

〇これからの取り組みが知りたいです。 

〇将来見通し目指す区の姿が迫力あると尚良かったです。 

〇概要は理解できたが細かい点で気になる点があり、そこが落ち着いて考えられなかった（時間がなかったのもあります） 

〇緑や水の効用への理解は進んだがマスタープランに含める意味付けは将来に向けた緑の意義などについて新たな定

義を適宜かえていければいいと思いました。 

〇見るべきポイントがわかりにくかった。 

〇地図等が現況との差が感じられる。 

〇現状についてはデータのみで色がついていないので、受け手側からすると中立ですがどう分析してよいのか見る人の資

質によるなと思います。 

〇コメントを書くうえでマスタープラン上のポイントや（もしあるなら）ほかの選択肢の明示もあるとコメントしやすいと思い

ました。 

〇変更ポイントをわかりやすく説明してもらいたい。 

 

（和泉橋地域） 

〇千代田区神田に父祖の代から住んでいるので、千代田区の行く末には大変関心があります。意見を述べて話が通
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れば良いが無理をいう奴だと思われたら心外です。 

〇地域住民オフィスワーカーの声をもっと反映してほしい。（特に高齢者） 

〇よくまとまっていた一方で、置いてあるだけ感ある。 

〇意見の内容を色分けせず一つ一つの意見がうまく取り入れられるマスタープランの改定をお願いいたします。 

〇具体性がわからない。神田駅東口開発を先ずすべき。 

〇新しい住民の方々に地域の文化を楽しめる後押しをしていただけるのはありがたく感じます。もう少しつっこんで神田

祭りや地域の盆踊りなど具体的な文化的行事との連携を強調して良いのではないかと感じました。 

〇現在千代田区で都市計画マスタープランの改定を行っており大いに興味があります。このマスタープランが今後どの様

に実行できることを期待いたします。また、千代田区の各地域で再開発事業を行っており早期の地区計画等緩和を

期待しております。 

 

 

（万世橋地域） 

〇秋葉原はちょくちょく訪れるが、安心感や清潔感がなく、知名度が高いまちなのにもったいないなといつも感じていた。

利便性も良く、乗換駅なので女性でもまちでのんびりできるような場所があればよいなと思う。 

〇"万世橋エリアのまちづくりがわかりやすく説明されていた。将来的によりよい街になるような計画であったので、再開発

に合わせて、ぜひ進めてほしい。 

〇歴史～まちづくりまで一通りの流れで説明されており、わかりやすかった。 

〇手袋をして書きづらかった、手袋がなければ満足でした。ポストイットが使いにくかったです。 

〇大変勉強になりました。With コロナ時代のまちづくりに期待します。秋葉原の水辺の活用をもっと打ち出してほしいで

す。 

〇職場が千代田区なのと内神田方面の町会との関わりがあるため、今後の区内のまちづくりが気になる。 

〇ビルを所有しているが、街との関わりが少なかったため、エリアの歴史等を知ることができてよかった。地域の方々との接

点をもち、運営に生かしていけたらと考えております。 

〇ネット環境を利用した千代田区民の巻き込み方（広く意見集約）への工夫がもう少しほしい。 

 

（飯田橋・富士見地域） 

〇素晴らしい都市マスができることを願っています。そして理念だけでなく、現実にまちづくりに生かしてほしい。 

〇資料が新しい物、少し古いもの、混在して、どれがこれからの町計画につながるのか、少しわかりにくかった。 

〇今後の具体例がもって多ければ良かった。 

〇パネルの説明が足りない所があった、説明してもらって初めてわかった。 

〇マスタープランなので抽象的な表現が多くなるのは仕方ないのですが、イメージが作り難い感じがしました。目指す町

の風景の絵など、仮でもいいので資格に入りやすい展示があるといいと思いました。 

〇オープンハウスの案内を地元にもっと早く知らせていただきたかった。せっかくの企画なので事前の PRが足りないのは残

念。 

〇資料などをいただけたらばと思う。 

〇比較して評価できませんが、多くの資料が用意されていて良かったと思います。資料を確定するのに座れるスペースが

あると良いと思います。 
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〇飯田橋・富士見のまちづくりの展望については図に落とし込んで提示してほしかった。 

〇A0版サイズくらいの地図などに地域資源をまとめた図などもあっても面白いと思います。 

〇さらに魅力ある千代田区に向けての方向性をうかがい知ることが出来ました。より良いまちづくりに向け、ぜひとも改定

を進めていただきたく存じます。 

〇地域の課題や町づくりについて考える良い機会となりました。緑も多く東京大神宮には他地域から多数参拝されると

いう土地柄を生かして、町づくりをして欲しいと願っています。西口再開発がされ住みやすくなりましたが、東口も富士

見飯田橋地区らしいコンセプトで発展させて欲しい。 

〇各地域の具体的なまちづくりの方向性がわかるとより良かったと思う。 

〇今までの開発の整備等から現在の状況がよくわかり興味がわきました。これからの開発次第でどんどん良くなっていか

なければと思います。 

 

（神保町地域） 

〇変化をみることができ、よかったです。単身者の増加など知らなかった情報を知ることができました。 

〇千代田区は都市計画以外に商工、観光など様々な計画があると思いますが、それらとのかかわりがみえるとより、わ

かりやすくなったと感じました。 

〇現状と近隣の取り組みがわかりやすく知ることができました。 

〇今後の街づくりのイメージがわいた。神田錦町については、活気あるまちであってほしい。 

〇もう少し具体的なモデルを示してほしかった。 

〇コロナ禍の中、仕事がない中で無理して出てきた。 

〇関心事よりもマクロで大枠の内容であったため、今時点では回答しづらい。 

〇教授陣の方の映像だけでなくパネル等も欲しかった。 

 

（麴町・番町地域） 

〇まちづくりに向けた取り組みを分かりやすいパネルで展示され、アイデアや意見をフセンで張り付けられたことで他の来

館者の意見も見られた。引き続きこういった意見を出せる機会を提供していただきたい。 

〇従来にない試み（少なくとも僕にとっては）で、関係者への公正な情報公開の意図を感じました。良かった点や改

善点両方出てくると思うので、次回以降より良いものにしていって下さい。 

〇住民の意見を聞く場を設けていただいた点に満足。なるべく早く区（行政）の考え方、方向を具体的に示し住民の

声を聞いて欲しい。)高さ、容積率の緩和と公開空地の関係を具体的に示す。etc． 

〇コロナの最中でも住民の意見を直接聴ける場は大切だと感じた。この声を何らかにしっかり生かしていただきたい。 

〇こうした企画そのものに意味があります。そもそも再開発計画など聞いたことはなかったので、住民の声を吸い上げる

場を設けていただくことが大事です。 

〇全ての区内住民が知りえる様に周知して下さい。知人が教えてくれなければオープンハウスがわかりませんでした。日

テレ通り周辺はコーナーが設けてありますが他はほんの一部の表示でこれで意見を聞いた事にはしないで下さい。

（平河町二丁目が地元）アフターコロナ（コロナ収束後）にマスタープランを考え直して下さい。これから経済がどう

変わるのか、オフィスレスの時代到来（オンライン加速化）で before コロナの都市マスで意見を聞かれることに疑問

を感じます。地元は中高層とありますが、人口減少で百年以内に建て替えが起こる事を考えると高層の需要はある

のでしょうか。ガーデンテラス紀尾井は 1～4F 飲食店街商売を止めたお店が 4 軒もあり人通りもまばら、これから高



10 

 

層ビルは経営出来るのか心配です。高層であればあるほど維持費がかかり部屋が埋まらなければ防犯、衛生面で近

所に影響が出ます。そういった考案はないものでしょうか。都心でなくてもリモートで地方で仕事が出来る時代を迎え

るにあたり何の展開も書かれていないのは何故でしょうか。 

〇千代田区の取り組みの努力が伝わった。意見を聞こうという試みは良いです。（パネルにはっていくシステム）ふせん

とペンじゃなくスマホで記入したい。 

〇麹町生まれ麹町育ち、今でも宅地はマンションになり住み続けている。私は NPO 法人で保育活動をしている。住み

やすい街、子育てしやすい街、人と人の交流の盛んな街になってほしい。麹町に愛着があります。皇居はともかく、丸

の内や国会議事堂周辺の様な死んだ街には全体なってほしくない。行政がどの様な具体的なプランを持っているのか、

今回は提示されていなかったので、マスタープランって何をしたいのかいまいちわからなかった。 

〇パネル毎に意見を貼る形式はこれからもあってよい。意見がどのように反映できるか興味があります。 

〇パネル展示は分かりやすく、意見をフセンで貼ると様々な意見があることが理解できる。とても良い取り組みだと思う。 

〇人口動向など考えてほしいこと、検討事項を明確にしてくれたほうがポストイットでの意見を出しやすいと思う。 

〇例えば市ヶ谷駅周辺開発など、もう少し具体的なプランが提示されているかと期待していたので（イラスト等で） 

〇住民の声に耳を傾けて下さる姿勢を期待します。高層ビル＝街の発展ではないと思う。道幅のない所に高層ビルは

不可能ですし番町の環境を守って行きたいです。 

〇抽象的な表現が多く理解しにくい。 

〇詳細な説明がなされているが、1 つ 1 つをしっかり読むには字も小さいし量も多いので、読みとばしてしまった。情報の

共有の仕方としてはもう少し工夫をされた方が良いと思う。 

〇このような型での展示（？）は始めてと思います。今後も継続される事を期待します。 

〇何のためにこのオープンハウスをしたのか、はっきりと分からなかった。さらに知人からの口コミで知ったのであり、全区民

に周知されているように思えない。「都市計画マスタープラン」を年月がたったから改定する必要はない様に思う。日テ

レの開発がはっきりしない中での改定はうがった見方をすれば、裏に日テレの思惑があるように感じる。 

〇区の職員の方とある程度の時間は内容について補足説明したり、ご意見を伺ったりする時間があるのかなと予想して

いました。「ポストイットに記載して貼付する」だけであれば Excel フォーム意見を入力してください。でも良かったと思い

ます。 

〇区民の色々な意見が聞けて意義があると思います。 

〇在勤者在学者等からも幅広く意見を取り入れていただけて良いと思います。住民の方たちはもちろんですが、働いて

いる者にも魅力のある街づくりをお願いいたします。 

〇いろいろな立場の人がいると思います。意見も多々あると思いますが、高齢化で町がさびれていかないよう常に人が

回遊するような町であってほしい。 

〇事業者に意見のメモを貼らせるのはおかしいと考えます。事業者の行おうとしていることへの賛否を住民から意見聴取

するのが筋ではないでしょうか。 

〇直接地域のまちづくりに意見できる場を設けていただきありがとうございます。にぎわいあるまちづくりを進めてほしいと思

います。 

〇資料の掲示が当日であったためもう少し早くホームページに掲載して欲しかった。ただ今後の麹町番町地区の発展を

検討する上で重要であると思う。 

〇たいへんわかりやすく整理されていたため、今後住宅とオフィス共存、同和したにぎわいあるまちづくりのためにもルール

（規制）緩和を念頭によりよいものにしていただきたい。 
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〇千代田区の魅力を改めて知ることができた。そのうえでさらに良いまちになるよう新たな取り組み、開発を通してよりよ

いまちになることを期待しています。住んでいる人だけでなく在勤、在学者がいることで活気よくなると考えます。 

〇一部の再開発反対の方々の政治的な？運動によって番町全体の調和のとれた再開発が妨げられないことを祈るの

みです。反対派の方々は自分の事しか考えない方々にリードされています。 

〇記述が公平である。賛店双方の意見を聞く方向性が見えて役所の前向き対応が見える。 

〇いろいろなデータが出されているのはよかったと思う。（人口動態など）区の方針が見えない。何に対して意見を言っ

たらよいのかよく分からなかった。意見がどのように反映されるか不明。マスタープランのイラスト…いずれも夢物語、緑

を多く使った。幻想。現実味のない子供だましのような印象を受けました。ごまかさないでほしい。バカにされている感

じ。 

〇多くのデータが可視化されていてわかりやすかった。住民と一緒にまちづくりがされる方向に進んで欲しい。 

〇エビデンスとしてデータを多数出していて考えるヒントになった。都市計画で住民参加の要素を増やしてくれた。 

〇半蔵門線が造られる時、将来はビル街になるのではないかの疑問をもったので当時の木村区長に番町麹町をどの様

な町にするのかとの内容証明を出しましたが返事がありませんでした。風格ある町づくりといわれていますが現在を見て

もその様なふうにみえません。唯、めった、やたらに 60ｍ以上のビルが建っている。 

〇努力は充分評価し得るが、この形で住民の意向の調査が出来るとは思えない。 

〇開かれた良い機会だと思います。是非結果も教えて下さい。 

〇日テレの開発はこれから行われる番町最大の開発であるので、近隣住民にはしっかりと日テレと千代田区からの説明

会と意見交換の場を持っていただきたい。工事現場の近くに住んでいるので、工事の音が気になることなど人の配慮

が必要。 

〇ようやく意見を言えたから。 

〇ＮＴＶは地区の最大の地権者であり、当該土地は今後の同地区の開発の要となる物であるが、60ｍか 150ｍか

のＡＬＬorＮＯＴＨＩＮＧかで協議会等で建設的な協議が行われた形跡もない。ＮＴＶからか行政からかでは

なく早急に意見交換を行い折衷案等を作り再開発を進めていただきたい。何もせず静観は行政の怠慢！！ 

〇オープンハウスで皆さんの意見を集め、それにどのように対応してくださるのかよくわかりません。今までの経緯を考えると

期待が持ちにくいです。 

〇オープンハウスの目的がはっきりわからない。 

〇もう少し丁寧なやり方であった方がよい。 

〇①オープンハウスという言い方では、住民には何なのかよくわからない。②もっと告知を十分に（住みよい番町。千代

田区に住む人々の暮らしを無視しないでください。現在のままでは日テレ反対としか言えません。）③本気で住民意

見を聞こうと思うなら、各マンションを担当者が回るくらいのことをしてほしいです。④このオープンハウスで出た意見は、

しっかりと改定案に盛り込んで下さい。⑤コロナの姿が見えないプランはあり得ないです。急がず練り直してください。す

みませんが年度内の完成の白紙撤回を望みます。⑥石川区長の問題とこの都市マス改定が無縁であるとは誰も思

いません。⑦町会長さんたちを操るのはやめてください。住民不和の基です。 

〇まず「オープンハウス」という名称のイベントは改めるべき。新築住宅の内覧会じゃないのだから。横文字である時点で

市役所的な試みだと相変わらずのスタンスにがっかり。展示はなかなか良い。いっそこの試みを「マンションごと」にやって

みては？きっと満足いく街づくりができると思う。 

〇・区の考え（町づくりの専門家としての）が見えず、意見が言いづらい。・区民の意見の単なるガス抜きに終わらせな

いでほしい。・手続き上の単なるパフォーマンスになりませんように。 
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〇アンケートの入口で大声で立ち話する人の間をぬい、どういう風にアンケ―トを書くのか言われないままに考える空間

を与えられずにアンケートを書いています。これだけの人数がただボサっとアンケートを書かせていることに、マスタープラン

が住民にとって大事なことなのだと仕事として思っていない方々が仕事していることに怒りを感じる。きちんと仕事をして

くれ。 

〇区役所が住民を重視しているのか、会社・業者また地権者を重視しているのかわからない。住民の声をよく聞いてこ

そ、よい街づくりができるはずだ。会社・業者・地権者が個別の地所の容積率を高めることに注力してもよい街になら

ない。 

〇在勤者や開発事業者らしい人の貼った付箋が目立つ（商業施設の増加、駅ビルを建てるの類）不動産関係あり

きのアリバイづくりで行っているだけの「オープンハウス」であれば行う意味はないと思う。区長のマンション不正取得事

件もあるので、裏で利権が動いているのではないかと疑ってしまいます。 

〇番町の静かな街並みを高層ビルを中心とした人口増、通学路（通勤時）の混雑を促進させることは元々の都のプ

ラン（マスター）にはないと認識している。説明を番町の住民中心に改めて開催してほしい。 

〇パネルがもう少し大きくてもよかったです。 

〇付箋で意見を張り付けたが、この意見がどうように都市計画に反映されるのか、もう少し明確にしてほしい。 

〇オープンハウスを聞いて下さったことはよかった。開催についてももっとわかりやすく知らせてほしかった。広報に載せたとい

うが広報の中にチラシのような別紙の形ではさみこむなど。何をどのようにしたいのかという点についてわかりやすく示して

ほしかった。 

〇個別案件（特に日テレ）に関する反対意見が多いが、都市マスタープランはもっと広い視点で長期的にまちづくりを

考えるものだと思う。 

〇千代田区全体のことがわかりました。また地域による相違などもわかりました。人口の構成について特に家族構成につ

いて現状の動きが住んでいる実感と違う面もあります。幼児老人を含む家族が年々増えているというのが実感です。 

〇すでに HP で見ているものだった。 

〇具体的なまちづくりの方針に向けての施策が見えない。 

〇１人 1人の意見が同じ重さであげていただけるのが良いです。協議会などでは周りの目が気になり、発信しづらかった

り、声の大きい人が注目されるので。 

〇分かりやすい展示でマスタープランの流れをつかめました。今後もこういった形で現状をお知らせいただきたいと思います。

かつ、都市計画マスタープランに地域住民の意見がどのくらいどのように反映されていくのかも知りたいと思いました。 

〇日テレ再開発時間かかっている。みなさんの意見を聞く良い機会と認識している。日テレ通りの麴町から市ヶ谷までの

再開発動向に関心ある。 

〇住民だけでなく在勤者の意見をきいていただけるのはうれしいです。毎日通勤などで歩く空間、昼食時の外出、買い

物食事など過ごしやすい街になっていったら良いと思います。 

〇直接区の担当の方と意見交換が出来る場は貴重と思います。番町地区は住宅地です。住民が参加するには平日

2日間の開催では開催をしたアリバイ作りにしかならないのでは。 

〇将来的なまちづくりの考え方を定めるにあたり様々な方々の意見を聴取するこの様な機会は非常に有意義であると

思います。 

〇専門家の対談がムービーで流されており、とても参考になりました。落ち着いた街並みを保全する意見もいくつか見ら

れ改めてまちの声というものを実感できました。 

〇自分の意見を伝えられその意見が反映されると信じているから。 
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〇マスタープランは時代の変遷に対応できるものでなければならない。将来の区民、区の発展のための指針であるべき

である。エゴイスティックな環境ロジカルグループの意見に左右されるべきではない。事務局の皆様のお考えを堂々と

述べていただきたい。 

〇広報が足りない。今回のオープンハウスも各 2 日間ずつだけしかも平日の日中。本当に区民の声を本気で集める気

があるのか。 

〇今後もしくはこれまでの特徴がよくわからない。網羅的すぎて、ポイントが見えにくいと感じました。 

〇歴史・背景などデータも豊富でわかりやすい。このようなステップを踏み更に良いまちづくりにつなげていただきたい。

（特に歩行者の安全、駅のバリアフリー化など） 

〇日テレ再開発についてしることができた。楽しみにしています。 

〇時間がないので全体をよく見ていない。次回に参加したい。 

〇子どもの学校も含め落ち着いた暮らしやすい場所（緑も多く）として 25 年前に千代田区番町に引っ越してきまし

た。こどもは「一生番町に住みたい」と言っていますが、ビルの高層化や不特定多数の人の流れが増えると、今までの

様な落ち着いた生活は難しくなってくるかな・・・と心配しています。出来ればあまり商業的に進まず（近くに商業的な

場所はたくさんあります銀座有楽町 etc）この麴町番町という地域の特性はこのままにして欲しいと願います（どこも

似たような場所になってしまいそう） 

 

（区民ホール） 

〇知る機会が増えたことがありがたい。手づくり感があってよかった。 

〇これから都市計画マスタープランの改定をされるのは承知ですが、デベロッパーの意見も少し掲示して有ると良かったと

思います。主旨が変わってしまうのは承知ですが、もう少し実情や現実的な話を見聞できるのかなと思い来場しまし

た。 

〇（良かった点）地域別の特徴様々なことを知ることができた。自分なりに都市計画への意見を述べることができた。

（よくなかった、改善点）議論をしたかった。独善的な意見となり、あまり意味のない事も出してしまった。字が読めな

い人が多い、議論みたいなことしたくても難しい。 

〇他の地域までゆっくり見ることができなかったのと、自分自身の居住地区に関して、明確な将来イメージ（ビジョン）

を持てていない。定住するつもりで（40 年位）住んでいるが、状況が変化したらどうなのか分からないという不安要

因もある。 

〇ポストイットの声が今後どのような型で住民にどの程度まで周知されるかによって、本日の Activity の評価が決まると

思う為。 

〇こういうイベント（共有会）があること自体をしらなかった。事前に何をもって知るものか分かりませんが、多くの人は多

分来ていない、コメントがないと思いますが、関心がないのではなく存在を知らないだけなのかと思いました。 

〇初めて参加しましたが大変勉強になりました。自分の住む街の将来に意見が出せることをうれしくおもいました。これま

でこのような機会を通じて住民の意見が実現されたアイデアがあるのでしょうか。あれば何らかの形で実績して発信し

ていただきたい。 

〇意見を聞いてもらって是非まちづくりを良くしてもらいたい。 
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Q５ 当地域が持つべき魅力・価値として必要なものは何だと思いますか。 

（優先順位の高い順に３つ番号をしてください）。 

 

当地域が持つべき魅力・価値として必要なものは、「街並みの美しさなどに配慮した良好な景観」が総数、優先順位

共に最も多かった。次に優先順位が高いものとして、「買い物に便利なお店や公共施設、医療・福祉施設」があげら

れ、総数としては「緑地や水辺など自然に親しみ憩える場」が多かった。 

  

１位 ２位 ３位 総数 

１ ファミリー世帯の増加や高齢化に対応した住環境 42 41 46 129 

２ 街並みの美しさなどに配慮した良好な景観 67 53 35 155 

３ 緑地や水辺など自然に親しみ憩える場 40 62 44 146 

４ 買い物に便利なお店や公共施設、医療・福祉施設 56 38 35 129 

５ 史跡・文化財、歴史的町並みなど、魅力ある歴史的資源 39 32 60 131 

６ 文化芸術、健康・スポーツ等の活動の場 15 32 34 81 

 

 

 

 

Q６ その他、ご意見・ご要望がございましたらご自由にお書きください。 

（神田公園地域） 

〇再開発が動くか動かないのか生活が左右される方も沢山いると思いますので、テンポよく進めていってほしいと思いま

す。又、首都高の計画に乗って日本橋～神田の川沿いの再開発においてランドマークたるものを作っていくことが

大事だと思う。 

〇エリア内で構想されている再開発の動きやその種を行政として積極的にバックアップして中央区や港区、渋谷区に負

けないまちづくりを強力に推進してほしい。大丸有だけが地域の稼ぎ頭なのではなく神田はポテンシャルのあるエリアな

のでぜひともお願いしたいです。 

〇人が流れてくるまちづくりをして欲しい。自然を取り入れてほしい。 

〇神田地区は事務所だけが多く住居や公園緑等人が安心して暮らせるまちづくりに必要な要素がかけていると感じた。

実際に町を歩いているとサラリーマンが多くあまり活気がないように感じた。ぜひこの機会に住民や事業者の方からの

意見に耳を傾け、良いまちづくりになるようしていただきたい。 

〇神田公園の緑の少なさは課題であると思う。オープンスペースを整備する拠点的な開発は推進して欲しい。また地

域活動の担い手不足も顕著になっていると思う。地域活動の担い手であるファミリー層を流入させるファミリータイプの

住宅整備の必要性は高いと思う。人口が増えてもワンルームばかりでは地域コミュニティは活性化しないと思います。 

〇今後 10年 20年を見越してより良いまちにしてほしいと思います。ただビル等を建てたりするだけでなく景観であったり

環境を意識したまちづくりを目指してください。 

〇街に魅力づくりをしないと埋没してしまう。面的に大開発するエリアと神田らしさの融合した街がいい。大規模開発も

必要だと思う。 

〇大手町至近ながらも飲食施設リフレッシュできる公園が少なく、街として暗い印象があるので、家族連れ子どもの遊
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んでいる姿、笑い声が日常的にきこえてくる魅力的なまちづくりを進めてほしい。ファミリー向けの住宅商業公園の整

備が必要だと思います。 

〇神田錦町をより良い街にしていきたいです。文化的教育的にも歴史ある地域です発展させてください。 

〇まちの耐震化は特に重要と考えます。大地震があったとき地域の方々でも古い建物の方はどこかに避難することにな

ると思いますが、千代田には帰宅困難者も多いと思います。感染者が拡大する中せめて地域の人だけでも自宅に残

って安心できる状況を早急に目指すべきではないでしょうか。 

〇市民の生活の支えとなる再開発を計画してほしい。神田地区の昔ながらの街並みを残しつつ地域の活性化を目指

してまちづくりを計画してほしい。 

〇歴史のある町というイメージがあるが住宅やオフィスビルが増えてきており今後の再開発が楽しみである。コロナの影響

もあり計画の遅れもあると思うがなるべくはやい開発を期待する。 

〇都市マス改定からまちづくりが推進されることを期待しております。 

〇錦町をはじめ神田全体が働きやすい住みやすいまちになってほしい。また、Q5 には選択肢がなかったが災害に強い

まち省エネルギーなまちという視点もほかの開発を見ていると重要なポイントだと思うので、そこもぜひ考慮してもらいた

いなと思いました。会社が移転する際になどにもそこを意識する企業が増えていると感じています。 

〇神田の街は学校、大学等学生も多く若い世代の集まるいい街だと思います。ただ、人々が集まっているところが局地

的で地域間の人の流れが少ないようにも感じています。神田公園地域と駿河台地域とで人が行きかうような開発に

期待したい。また、地震等の災害もいつおきてもおかしくない時代になっていますので、防災減災を意識した街にして

いってほしいと思います。 

〇コロナ問題も発生し危機感ももっていたので参加しました。神田錦町地区は大手町とくらべても魅力にかける町とな

っています。住んでみたくなる街、仕事に利便性があり、コロナ後をみすえて働き続けられる町を作っていただきた

いと思います。そのためには広い空間や緑のある広場や生活に必要なものがそろっている（商店、レストランや医

療施設等）と良いと思いますが、実現するためには規制を緩和し大規模再開発を計画し進めることが必要と考

えます。  

〇田熊さんご出演のムービーはより広く区民、開発の方に見ていただくようご検討されてはどうでしょうか 

〇女性も子育て世帯も楽しめる街に。（あくまでもターゲットは男性サラリーマン？） 

〇働くだけの街ではなく多様性を生み出す街並み活動を生み出す広場人が住まえる環境がある。「なりわい」あふれる

まちづくりを進めてほしい世界に唯一の神田というまちに期待します。 

〇当地域は表現する時「下町らしさ」がよく使われるがいまいちはっきりしない。映画の一心太郎のような江戸時代明

治以後交通の結節点となった後の賑わい高度成長以後の丸の内大手町秋葉原の谷間になって半ばスラム化した

姿。いくつかのイメージが混在して住民のとらえ方もみんな様々だ。千代田区が都市マスで街づくりを誘導するなら当

地域の変遷を直視し「下町」をうたうなら将来の下町像を示すべきだ。 

〇Q5 において人の居住環境として 1～3 の問いがほとんど無い。まして小学校も幼稚園も員数はいっぱい。この街で

高層マンション等で居住人口が増えたらどうなるか。ましてコロナ騒ぎでリモートワークを政府は主導している。なれば、

広いビジネススペースを必要する社会情勢が今後も続くのかという検証も必要であろう。要するに人が生活するのに

必要とする自然がない緑がない広場がない。ではどうしたらいいかのアンサーを聞きたい。 

〇神田地域の街はやはり物理的に機能的に建物も道路も老朽化してて、改良していかないとどんどん同じ地域に対し

て魅力が薄れて行って人が集まらない。ただ働いて家路に着くための「通り道」化が止まらない。やはり「立ち寄る場」

「集まる場」として神田が生まれ変わる必要があると思うコロナはある意味良い機会。神田で活動してくれる多様な人
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材が集まってくれるような街になってほしい。今の地区計画では街は機能更新できないと思う。住宅だけでなく多様な

用途が呼び込め老朽化した建物が建替えやすい制度に代わってほしい。」 

〇千代田区は他区と比べて再開発事業が遅れている印象があります。神田コミュニティを維持継承するためにもまちづ

くり再開発事業をどんどん進めてほしい。 

〇当地域、特に錦町周辺は日本橋川を境に孤立している印象です。うまく活性化するように様々な人の意見を聞き

ながらまちづくりを進めてほしいです。 

〇Q5 の中にないのですが、職住近接（旧住民）のまち商売（起業家も）しながら住んでいたのが、神田です。町の

担い手の意識が高いのが神田の特色です。江戸東京の成り立ちや発祥文化の継承ができるような職住の在り方を

考えるのも必要かと存じます。学生を住まわすのもひとつです。（ワテラススチューデントハウス等） 

 

（大手町・丸の内・有楽町・永田町地域） 

〇地域の交流や関係、人口づくりとしてのまちづくりもあってよいと思う。 

〇Q5について街の機能来訪目的として・社会づくりのためのビジネスを行う場・新しいイノベーション創発のため人との交

流を持つ場といった選択肢があるとうれしかったです。 

〇同様の取り組みが数年に一度フェスティバル的にあると街づくりに興味をもたれる方も増え良いと思います。 

〇大丸有地域の特性をより深く知ることができました。インターネットやオープンハウス等の機会を通して一般の方に情報

を公開することを引き続き継続していただきたい。 

〇街づくり関係者としてこれからも公民協調のもといいまちをつくっていきたいと思っています。フェイスブックの活用など改

定の手法がユニークで良いと思います。是非こうした発信を続けてください。 

〇企業が協業交流して日本をけん引するエンジンとして力を発揮できるようにビジネス・ライフ・芸術・文化が充実した地

区であり続けていただきたいと思います。 

 

（和泉橋地域） 

〇道路公園行政は隣接の中央区の方が立派です。良いことはどんどんまねしましょう。人口流出のはなはだしい千代

田区は容積率を緩和してマンションを隣接せしめ急激に人口増を達成した事を区長は手柄にしている。（人口３

万人離れから６万人回復）とはいうがマンション特にワンルームやディンクス向けのマンション住人は通過して行く人

口で将来千代田区に有益な人々ではない。これらの人々は先ず町会や地域に係りを持たない。されど町会の役員

はどんどん高齢化するしなり手もいない。先ず地域のコミュニティが千代田区より先に消滅するであろう。それにかつて

町づくり協議会のコンサルがアメリカの例としてワンルームマンションはいずれ管理がずさんとなり不良外国人の住家に

なり、いずれはスラム化するであろうという報告を得た。和泉橋地区はワンルームマンションが多いのでまずスラム化する

のはこの地域からだということを肝に命ずることを覚悟すべきだ。 

〇公園を魅力あるスペースにできないか。和泉公園は大きく子供園に隣接しているので子供さんは多く遊んでいますが、

小さな公園は遊具も少なく（ないところもある）サラリーマンのランチ、喫煙場所時々ホームレスの休憩所になってい

る残念です。 

〇今回はスタートとしてのオープンハウスだと思いますが今後も必要に応じ適宜会を開いてほしい。 

〇秋葉原東地区再開発準備組合の副会長を務めております。当地区周辺地区のまちづくりに興味あります。下町の

環境を残しつつ将来的に人々が住みやすい街並みを形成してほしいと望みます。 

〇日本橋地域との隣接や神田駅との関係を考えると駅前に関しては業務立地としてのポテンシャルが高いと感じま
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す。文化資源としてのまちなみは美しい部分もありますが所有主個々の考えに左右されてしまうため、一定の共

同化促進も必要と考えます。 

〇神田駅は非常に交通利便性の高い場所であるにも関わらず今一つ賑わいに欠ける気がします。是非地元住民

が求めるまちづくりが推進できるよう、マスタープランの改定をはじめ、お力添えをいただければと思います。 

〇Q5 につき神田駅を中心としたまちづくり（広場にぎわいなど）を考えていくことが重要だと思います。 

〇当町会は 13000 坪の土地に JR 神田駅や今川中学校 3 商店会、交番、消防署、郵便局等があり。２年半前

より千代田区のご協力のもと「鍛冶町２丁目まちづくり委員会」として活動中で年内に協議会として再スタートする

予定です。その中で一部不動産会社の土地の買い占めが激しく理想的な「まちづくり」の妨げとなっています。是

非地区計画等で検討ご助力をお願い申し上げます。 

〇神田駅周辺のまちづくりについて、やや西口側にスポットが当たっている印象がありました。旧今川中の活用と合

わせて東口側も拠点形成していく方針となればと思います。 

 

（万世橋地域） 

〇千代田は皇居含め、たくさんの歴史的資産を保有しているので是非有効活用していってもらいたいです。神田川など

歴史がある水辺を活用していくなど、更なる飛躍を期待しています。都心３区は、日本でも早期に開発が進んだの

で、更新のタイミングに入っているエリアが多く存在するので、耐震などの目線からも早期に更新していった方が良いエ

リアは早く推進させていってもらいたい。 

〇早くまちが魅力を残しつつ、美しく居心地の良いものになってくれればよいと思います。 

〇外神田一丁目（電気街）での再開発を早く進めていただくことで、良好な水辺空間の形成、緊急輸送道路の

建物の耐震化、公共施設（万世会館、清掃事務所）の機能更新が実現することを楽しみにしています。また安

全、安心な秋葉原に生まれ変わることでより一層世界の秋葉原が確立することを楽しみにしています。 

〇良好な水辺空間、安心安全な秋葉原を確保してほしい。 

〇現在、水辺が汚いので、早急に整備を行うべきだと考える。パリ、ポートランド、北京等の世界の大都市は皆水辺の

活用を行っており、世界に対して遅れをとっていると感じる。駅前、ワテラス当周辺開発が進んできているのでそれらと

人の流れをつなぐ整備が必要。夜が非常に怖いまちとなっているので、整備していくべきだ。直下型地震が来る可能

性が高いので、古いビルは早急に再開発等で整備しないと危ないと思う 

〇外神田一丁目地区は、商業地区として特化すべきと思います。少子高齢社会の中で海外から客を呼びお金を

使っていただかなければ世の中栄えません。そのためには海外の方にリピーターになっていただける楽しいまちづく

りをしていきましょう。 

〇これからの区のまちづくりに期待しています。 

〇秋葉原は区内屈指の交通結節点なので他区・他地域への玄関にふさわしい動きやすく楽しい町になることを期

待しています。 

〇秋葉原を中心として回遊性のあるまちづくりをお願いしたいです。秋葉原にくるとわくわくさせるような仕組み、例え

ば、ホコ天の常設やオープンスペースの増加、水運の活用を期待しています。 

〇須田町の老舗街によりフォーカスしていただいてはどうかと思います。建物が古いだけでなく、古くから営業されて

いる店も多いです。皆様地元を大切にされ、町会活動も活発です。ただ何らか守っていく施策をとっていただかな

いとこのコロナの下では、厳しくなっているようです。秋葉原に注目が集まりがちですが、須田町～駿河台も重要

なまちと考えますので、良いまちづくりの推進を期待します。 
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〇秋葉原エリアは多くの日本文化が集っているエリア。駅や路線の数、水辺があり、今後の開発や取り組みで大きな可

能性があると考える。そのためにも地域を活性化するような開発や活動をスピーディーに進めていくべきと思う。特に水

路を活かした再開発なんかはイメージアップがより進んでいくと思う。 

〇地区内には狭小な幅員の道路もあり、防災や治安が心配です。世界的にも知名度の高いエリアなので、防災性や

治安の改善につながるような都市計画の策定とまちづくりを促進してください。駅周辺や神田川沿いを散策するにも

緑も少なく休憩できるような場所も少ないので、街路樹や広場の整備を進めてほしいです。 

〇今後はハード（例えばビル）をただつくればいい時代ではなく、ソフト（人も含む）がいいものでないと継続できないと

思うので、住んでいる人（働いている人含む）の意見を多く聞いて住む人が幸せになるまちづくりを進めていってほし

いです。外神田一丁目の辺りの水辺空間を活かす都市開発を早く進めてほしいです。 

〇ワテラスに入っている企業に勤めており、何かしらこのエリアのまちづくりに関わりたいと思っています。本日はとても参考

になりました。ありがとうございました。 

 

（飯田橋・富士見地域） 

〇現都市マスで当地域は「低・中層」のまちなみ？にふさわしく「閑静」と表されていたが、現実は、と悲しくなる 

〇千代田区は一等地ですので、高度利用を柱としてきれいな街をつくってほしいです。マスタープランをつくるという重要

な時期にマンションの転売をしている区長にはすぐに辞職してほしい。議会の解散通知についても責任をとって辞職給

与の返納が相当であると考える。こういった考えが多いことほかの区民日本国中から笑いものになっていることを十分

に認識して辞職してください。 

〇大神宮通り早稲田通りは通学路でもあり、歴史の軸線でもある通りとしてほしい。ビル風で歩けない町にはして

ほしくない。 

〇飯田橋駅周辺は最近、様々な意見交換会が行われているがこれはとても良い事だと思う。特に飯田橋駅東口周

辺は歩道が狭いがガード下が暗い等課題が多いと思う。そのため、周辺で進んでいる再開発を早く進め、建物

の免許で一緒に街をキレイにして安全にしてほしい。都市マスタープランにも飯田橋周辺の高度利用化や共同化

を記載し、再開発を応援する形としてほしい。 

〇表通りは整然とした、景観で良いと思いますが、路地などは少し入って見に行きたくなるような整備ができると良いと思

います。（あまり便利を追求すると街が面白くなくなってします） 

〇歴史ある地域だが、街並みに統一感がない。飯田橋西口のように徐々にでも整備されることを望みます。 

〇面的な開発は地域一体となった効率的な改善がいいかと思います。 

〇飯田橋周辺でも高齢者の方は増加傾向にあるかと思うので配慮はされていると思いますが、引き続き多世代が

住みよいまちが誘発されるような上位計画をしていただければと思います。 

〇まちづくりにより千代田区は大きく変わると思います。立地条件もよく住環境、商業環境としても非常に魅力ある地

区だと思います。今後の開発に大きく期待したいです。 

〇西口の再開発、JR の整備がおわったので東口の再開発、JR の整備を行うべきだ。目白通り沿いは旧耐震も多く

防災上の課題が多いので早急な整備を再開発と一体となって進めていくべきだ。 

 

（神保町地域） 

〇道路面積に応じて高度利用をさらに推し進めていただければと思います。 

〇このような場を多く持って都心部の在り方を幅広く検討していくべきと思います。 



19 

 

〇千代田区の立地ポテンシャルを最大限に発揮できることを念頭に開発による負の側面は景観誘導等地区計画など

の活用でコントロールされると良いと思います。 

〇１．地域密着型ベンチャービジネスが育つ余地がなく、もったいない。（家賃高すぎ） 

２．和泉町ライフのような大型スーパーが各地にほしい。 

３．乳幼児の靴が買えない。 

４．祝日に児童館が空いていない。 

５．秋葉原エリアの歩きタバコ多すぎる。区境を恐れず取り締まってほしい。 

１～４を解決するのは高層ビルを需要並みに増やすことだと思います。守るべき街並みは守りつつ攻める所は攻めて

ほしい。 

５は治安維持のためにも重要です。住居・商業・交通・観光・文化の全てに優れている秋葉原エリアをもっと大事に

してほしい。 

〇神保町辺りは住環境というよりも古書店、大学等の文化、商業を優先させた開発をしてよい。意見を見てみると

緑の保全についての活動家の意見が多かったが、緑は皇居の緑で十分である。むしろ木の持つ危険性を考えていな

い意見で困る。猿楽町と駿河台の間のがけ地は近年の大雨で倒れるかもしれないし、街路樹は道の幅を狭めて

いるものである。緑の管理コストも考えていない。冷静に人命を考えてください。最後にこのような大切なプランを立て

ているのがマンション購入で 100条委員会になっている区長ということは許せない。石川区長に辞職して給与を変換

すべき。辞めてください。区長へ。 

〇街をごみごみさせる必要はないですが、港区のようにきれいにしすぎることもなく、単純に住みやすい環境を目指してほ

しいです。子育て世帯に向けて、育児支援、公共施設など広くて便利なところに生活用品がそろう場を設けるなど。

賃料が極端に高すぎる。日・祝日も児童館を開放してほしい。家賃補助、妊婦・児童手当の増額など、育児すると

仕事の時間は減りパフォーマンスは下がるものとして補填して支援していただけたらありがたいです。手厚いサービスが

いくらあっても、仕事に穴を開けなければ受けられないのなら意味がなくなってしまいます。 

〇開発が完了している案件（テラススクエア、神田スクエアなど）を活かし新たな位置づけをしっかりとしたマスター

プランを作ってほしい。 

〇千代田区は都内有数の素敵なスポットや歴史にまつわるストーリーがたくさんあるので、もっともっとアピールしてほしい

です。訪れる人、そして住む人に愛着をもってもらえるような千代田区ならではの土地の歴史を活かした魅力的なコ

ンテンツを発信していただければと思います。 

〇古書店街、スポーツ店街、そして飲食店などの調和がとれたこの町が大好きで後継者に引きついても残せるにはどの

ようにすればよいかが我々の課題だと思います。ただ個人でできることには限りがありますので、区としての大きな街づく

りにとても期待しております。 

〇開発については大賛成です。人が住みやすい、働きやすい町づくりをお願いします。 

〇まちづくりのステージアップできる協議、実行の場を設けないとどんなに素晴らしい都市マスができても絵にかいた餅にな

ってしまいます。地域住民、企業、事業者、行政が連携するプラットフォームができるといいと思います。千代田区は

大学も多いので専門家の参画も望めます。私もさらに地域のまちづくりをお手伝いしたいです。 

〇集まって意見を述べる機会を作ることは難しいと思うが、工夫して意見を言う場を作ってほしい。 

〇お茶の水駅前は物流車両が多く、飲食や音楽の搬出入車両も多い。ここが全て路上駐車しており、景観悪化だ

けでなく、歩行者の危険な事故を招く可能性が高い。物流の地域拠点を設け、地域のネットワークにより安心・

安全の街になれば、多様な年齢構成が来訪する魅力あるところになると思うので茗渓通りは歩行者専用道路と
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してほしい。 

 

（麴町・番町地域） 

〇街がにぎわいや活気を盛り上げていくということは当たり前ではない。番町も少しずつ発展してきて今がある。私は 50

年番町で過ごしてきた。町の景観を保守的主張をする人はいつの街の景観をイメージしているのか理解できない。時

代とともに変化し、にぎわいや活気を保つには工夫がいる。変化は必要なことであるのは 50 年過ごしてきて実感して

いる。これから更に時代は変わっていく。それに合わせてフレキシブルでありたい。そして店舗、にぎわい、活気をつく

っていてほしい。みんなでそうしていきたい。 

〇Q5 の１～６より優先させるべきこと ①当地域がもつべき魅力・価値として古くから日本テレビと共存して町が発展

してきた。他からタクシーで帰るにも日本テレビ通りの近くと言えば、通じるほどこの町の中心を作ってきた。日本テレビ

通りを中心に活気、活力を取り戻すべきだ。上記の理由として、街を支える要素として人の力が最も大切。町の今と

将来に責任をもつ地権者、地場で長年商売、活動をしてきた人たちの継承を考えるべき。また、この町の魅力によっ

て新たに住み始めた人たちも街にシンボル、活力があるからこそ集ってきた人も多いと思う。②地震に対する老朽化マ

ンション、ビルを更新し更なる安全と魅力を増やさなければこの町に未来はない。頑張ろう。 

〇千代田区には様々な特徴をもったエリアが含まれます。それぞれの独自性が保たれ、強化されるようなまちづくりを望

みます。番町エリアは落ち着きある街並みが最も顕著な特徴の１つです。どうか高密、高層の方向に進むことだ

けはやめてください。 

〇都市計画マスタープランの改訂は地域の高層化、商業地域化推進のための土台にしないでほしい。 

〇地域に区の職員の方が来られて話をする場をいただけることはとてもありがたいです。色々な機会でこういう場を設け

てください。 

〇建替えるにあたり容積緩和で事業費用を生み出して高層化してきましたが、今後の建替えで現在以上の容積緩和

をした場合、超高層が林立し、脆弱なまちになるのではないでしょうか。日比谷ミッドタウンは排水が間に合わず、日

中ためておいた排水を夜間に少しずつ出してからにしていると聞きました。武蔵小杉のタワーマンションは他人事では

なく、高台ではない底地に居住している自宅は、高層ビルに囲まれてハザードマップを見ると自宅前のマンホールが豪

雨になると排水が溢れる地域になっていて心配です。人口減少、アフターコロナ、オンライン加速化を考慮して都市マ

スタープランは急がず立ち止まって考えなおす時だと思います。 

〇私は 70 を超え、ずっと麹町に住んでいる。子どもには住みづらいまちだという印象は子供のころから変わっていない。

むしろうるさい、いたずらをする、規則を守らない、大人の事情による暮らしにくさは増しているのではないか。今回のマ

スタープランの件で子供のことを後回しにしないでと言いたくて来ました。 

〇麹町がより新しい町に変わっていくことを期待します。 

〇他の人のメモにもあったんですが、オープンハウスというのは確かにわかりづらいと思います。では？と聞かれて代替案が

すぐ思い浮かぶわけではないのですが。 

〇千代田区といっても広いのでビジネス中心街と住宅、文教地区はしっかりわけて考えていただきたい。番町地区に

は超高層は必要ないと思う。 

〇高層化は絶対反対。次回マスタープランにも超高層を許認する表現は使うべきではない。 

〇駅の改良や歩道整備も含め在勤者にとっても過ごしやすいまちになってほしいです。ランチタイムに休める場所や緑な

ど老朽化したビルや建物の建替えの際に新しい建物の計画に取り入れてほしいです。 

〇長期的な視点に立ったプランの実現をお願いします。 
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〇都市マスから中層・中高層の文字をはずし、再開発促進区の提案制度を利用して日テレの超高層化を実現させよ

うとする意向が見え透いています。そのための住民の移行聴取をしたとの形をつくろうとするためのオープンハウスとみて

います。区長のおかげで番町がますますみにくい町になっています。どうか住民本位の区政をお願いします。 

〇他地域と比べると厳しい規制のように思われます。にぎわいづくりのため開発しやすい新しいルールが必要と思います。 

〇番町中央通りになぜ商店や飲食店を誘導する施策があるのか驚きです。あの通りは通学路であり、住宅地を東

西に貫く賑やかな大通りをわざわざ作る必要性を感じない。 

〇自宅が建替え時期がきているので千代田区の計画に関心を持っている。高層化にするのか住宅地から商業地に変

更するのか、現在の場所に永住したいと思っているが大きな変更になるのであれば考えなくてはならないと思っている。

固定資産税の変更が生じるのであれば考えざるをえない。 

〇Q5 の聞き方は少し違和感あり。今持っている魅力を保つことも入れるべき。変化だけが街を変えるわけではない。 

〇千代田区は多様な地域性があり、大変かと思います。様々な人の関心の高いということは良いことだと思います。番

町、麹町地域にふさわしい将来につながるマスタープランの策定を望みます。よろしくお願いいたします。 

〇Q5 にある選択肢にほとんど当てはまる要素がなく、もう少しよくなっていくといいと思う。住環境を充実させるならそれを

支える機能も必要だと思う。ゆとりも大切。スーパーもそう。マスタープランでどこまで、というのもあると思いますが、すで

に計画がいくつか予定されているものにどのような用途を期待し入れていくのかまで盛り込んでいくと全体像がわかりや

すくなるのではないかと思います。 

〇新宿通りのみならず、日テレ通りの建築規制緩和をして更に多くの人々が住み、働く場所を創出してください。ま

た、マンション建替え、オフィス誘致により新しい世代の馴染みやすい町を目指していただけるとありがたいと思い

ます。地域のためにぜひ頑張ってください。 

〇霞が関地区、官公庁と大手町・丸の内などのビジネス街と番町、神田など住居とオフィスが混じっている環境が総合

的に整っていてとても職住近接にはよく、すばらしい環境です。文化や芸術的な建物や建築的にすばらしい価値があ

る建物や公園をしっかり使いながら保存していく仕組み作りをパリやロンドンの街並みを参考にして構築してください。

日テレの開発もその一部としての調和のとれたものにしてください。 

〇千代田区で働いていますがランチ難民です。もっと充実した利便施設やスーパー、飲食店を増やしてほしい。日テレ

の開発で利便節が増えるのであればぜひ実現してほしい。 

〇都市マスは、見直すところと維持するところをはっきりさせ、更新や誘導などというあいまいな言葉を使わないでください。

どこも再開発で高いビルのまちばかりにしないでほしい。まちの歴史を活かしてほしい。 

〇この企画で形だけにしないで本当に地域の事を大事に考えてほしいです。 

〇この街に住んで５年になる。新井さん（六番町）の書いた本を読んで住んだ。でも当時の文豪が住んでいたことを

示す看板が建ち並ぶだけで、建物も街並みも残っていないことに住んで３年ほどして初めて気がついた。これはいけな

い。また「日テレ」の問題を口火にして建物の高さの議論が進んでいるが実態は一部の口やかましい人々が区と何の

話し合いもないまま勝手に情報を発信しているだけ。これ以上無効な情報発信をしている時間なんてないはず。早

急に区は住民の声に聞き合わねばならない。上記の件ではすでに手遅れ。昭和初期までの景観にしてほしい。 

〇在勤者が増えて喜ぶのは誰か？①商店、②飲食店、③日 TVなどイベント屋 住民、在学者、一般オフィスの通勤

者は、人が増えるほど住みにくいと感じると思う。・一部の人の利益の為だけではなく、全体の事を区の行政は考えて

ほしい。・2050年以降の人口減に対し、行政の考えを知りたい。 

〇番町麹町地域のにぎわい軸の拠点として、麹町駅と市ヶ谷駅をマスタープランに位置付けてほしい。 

 



22 

 

〇東日本大震災の時我が家には、帰宅困難・別世帯（別区）の子供達が徒歩にて来宅してきました。でも周辺は

全てといっていいほど帰宅困難者で日テレ通りはうめつくされていました。この細い片側１車線に各々のビルから人々

が溢れかえっていました。安全な都市計画と何処にも書かれていないのがとても不安に思います。これ以上の高層ビ

ルから帰宅困難者が増えると仮定して、それに補えるプランが無い限り大通り以外は商業地域でも人の安全を

考えたプラン第一、人命第一に建物・景観を考えてほしい。 

〇①神保町 1-22計画を知りましたが、神保町の狭い路地の奥に 12階が建てられるということ自体が信じがたい。三

菱地所にこのような計画を認めたのか。街並みを重視した指導を行ってほしい。②住宅地の「日影規制」を復活させ

るのが、まず最優先の課題ではないか。都市計画の世界では「港区、渋谷区だって、日影規制はあるぞ」という驚き

の話なのである。その非常識に気付いていない。区長と職員は将来何といわれるのか。よく考えた方がよい。③都心

部のあり方を再検討する。学識者の会を作って、国や都にも立場を明らかにしていくべきである。 

〇新型コロナウイルス感染職の蔓延で不動産開発（高層複合ビル）ありきの開発計画は無意味と思う。すでに都内

の他地域で多数の再開発がおこなわれているのに同じようなものを後発で作ってどうするのか。 

〇飯田橋の超高層マンションを見ていると昔の景観をそこない大変残念に思う。同じことを番町麴町界隈で行うことが

あれば住民として強く反対します。 

〇日テレ通りの超高層プランにはその経緯を含めて違和感がある。緑を増やしたい、道路を拡げたい、広場を作りたい、

賑わいを増やしたい、という個々の要望を「建物の高層化でカンタンに解決」としていいのか？既存の制限の中で知

恵を絞っていく方が番町麴町らしい街のリニューアルにつながるのではないかと思う。安易な高層化は無個性化につな

がるのではアフターコロナでオフィス街の有り様やオフィス稼働率も変わってくると思われる。一時期の景気や時流に左

右される。住宅街やオフィス街それぞれのメリットがうまく共鳴し歴史地区としてお互いに目の届く街づくりを目指してい

ただきたい。 

〇都市マスタープランは 10 年に一度ぐらいのペースで策定する都市計画まちづくりのバイブルだと思います。ここ数年は

世の中の動きが昔に比べて格段に速くなっているので、まちづくりの骨格となるマスタープランや地区計画なども世の中

の動きや環境の変化に対応して変えるものが変える、守るものは守るというメリハリをつけた施策が重要だと思います。

千代田区は東京の中心であり日本の顔となる「街」ですので、変化に対応する街づくり施策を進めてください。開発

反対ばかりの方々の意見ではなくどうやって良い環境づくりとしていくかの視点にたったまちづくりに期待しています。 

〇番町地域の地域特性や抱える問題点は時代と共に変化し続けていると思います。都心でありながらも緑と融和する

ような街作りができるのであれば現状の法規制を改正してでも推し進めることも必要だと思います。駅のバリアフリー化、

歩道の拡張、番町らしい賑わい緑地広場などは在勤者だけではなく居住者にとってのメリットが大きいはずです。 

〇番町エリアの画一的な街並みせっかくのブランド力を持つのにもったいない。コロナに従うライフスタイルの変化、アフター

コロナを見据えた職住近接を覚えていく中で、やれ歴史だ、やれ街並みだと地域の将来価値を見過ごしてはならない

と思い残念。無論住民の声は大切であるが開発により創出されるオープンスペース、ビジネス機能はこれからの町に

必要ではないか。地域×民間×行政による先進的まちづくりに期待したい。（千代田区内でも取り残されている） 

〇町づくりは 100 年後を見据えた長期的視野で検討して欲しい。日本の人口は減少しコロナのような感染症の中、

都市人口集中による災害の回避が止められ交通利便性による経済発展とか大手町丸の内神田新宿など他の地

域で充分対応できるファクターを素晴らしい文化住環境価値がある、この番町にわざわざ持ち込まないで欲しい。日

本テレビ通りのエリア回遊軸は建物高さを 20～30 メートル以下に厳しくし、自転車の乗り入れを禁止し、緑と

空と文化を楽しみ歩ける場所を作ってほしい。街の雰囲気を壊さないように建物高さ色合い建材も規制して統

一を目指してほしい。 
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〇四ツ谷駅麴町口・・狭くて急なのにエレベーター、下りのエスカレーターがない。拡げてほしい。エレベーターをつけ

てほしい。一般の自転車の駐輪場をもっと作ってほしい。駐車場付置義務を解消してスペースを有効利用をした

い。広い土地を使っている建物所有者には公共の駐輪スペースの提供や店舗などのスペースの提供をしてほしい。

四ツ谷駅麴町口前の消防署の建物ほとんど使われていないようだが駅前の立地であるし、住民や勤めに来ている人

の役に立つ店を入れたり、災害時の帰宅困難者対策のスペース提供や備蓄品の倉庫スペースなど利用させてもらい

たい。緑は都心の割には多い方だと思う。大事にしていきたい。大きなビルが増え誰が住んでいるのかも住んでいる人

のいない建物も多く道路の清掃に気を配る人も減っているような気がする。どのように継続していくのか。区役所に行

きこのような話をしようとすると予算がないとか話を聞く気がない。税金を納めているものの話を聞かない。おかしな役

所だ。 

〇坂が多い地域なので、駅のバリアフリー等進めるべきと思います。歴史や文化があるので、良好な空間や景観ができ

るとまちの魅力につながると考えます。（区域全般） 

〇居住者は高齢者が多いので、もっと若者や働く人の意見を吸い上げてほしい。 

〇住環境は特に夜は静かであることと日常目にする景観が落ち着いていることは心の平安のために重要だと思っていま

す。（今日テレの工事中で騒音がして、とても不安定な日々です）そういう意味でショッピング施設と住居施設の共

存は不可能だなと思います。10 年前に越してきてスーパーがないことで不便を感じましたが、世の中が変わり、配達

が増えてき特にコロナ禍後は買い物に行けなくなりましたが、全く不自由を感じていません。今後社会もネット社会に

変わっていくことも考えると、楽しむ商業地域と静かな住居地域ははっきり分かれてくる方が良いように思います。また、

千代田区は保育園や子育て支援が充実しているからもあると思いますが、4 歳以下の子を持つ世代に教育環境が

良いことから、短期住むという特徴をまわりで散見します。このことを前向きに受け入れて街づくりをして子育てを支援

する街になってほしいなと思います。小さいときに育ったことは大人になってから関心を持ち戻ってきてくれたり色々な形

で「元住人」として貢献してくれるように思います。 

〇静かに安全に家族で住める地域であってほしい。超高層で集中したビジネス環境にはならないように。 

〇まちの利便性を高めるためバリアフリーを推進して欲しい。人々が集まる場が少ない。まとまった広さの公園やオープン

スペースがほしい。住宅だけではなくオフィス街としての価値を高める計画がほしい。ランドマークとなる建物が建てられ

る地区計画とし、にぎわいや利便性のあるビジネスエリアとして欲しい。 

〇交通結節拠点としての市ヶ谷駅の整備を進めてもらいたい。駅ビルの整備。バリアフリー化。乗り換え動線の改善。 

〇エリア全体的に空地や緑が少ない様に思える。また交通結節機能が高いエリアにも関わらずバリアフリー化や歩道福

音がせまいなど改善すべき課題が多いと感じる。街並みの保存も重要なエリアであるが一方で上記の様な基盤整備

も進めないとエリアの地盤沈下が進むのではないか。メリハリが必要。 

〇千代田区のみなさまにおかれましては、日ごろよりまちづくりへのご尽力いただき感謝いたします。昨今では日テレ通り

の開発に伴い様々な意見を持つ方々がおり、中には勉強会を開催し事実でないことや個人批判をしている状況が

みられ心配しています。そして、そのような方々が住民代表のような形で各所で意見されており大変な違和感を感じ

ます。本日もそのようなな意見が出されているので、公平にとりあげるだけでなく、決めつけや、事実に反する意見の取

り扱いにご留意いただければと思います。Q5 について千代田区においては住民だけでなく多くの在勤者がいらっしゃる

のでそのような視点もあればよいと思いました。 

〇Q4 にも書きましたが平日 2日間のみの開催ですと住民のほとんど参加できません。逆に開発を進めいたい事業者に

とっては関係者を組織動員しやすくここで集まった意見はかなりバイアスのかかったものと見るべきと思います。 

〇文化歴史などの番町の良さを大切に守りながら進化して欲しいと願っています。にぎわいのある計画作りが必要
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であるし、過去の規制に縛られることなく番町という街が全ての事項において（住民同士も行政も、民間企業も）

調和があるように街づくりを推進して欲しいと。今行政も変わろうとしていることに賛同しています。 

〇緑被率が低いという課題も受け、大規模な敷地の開発については大規模でしかできない。大きな緑地や公園広場

といったオープンスペースの整備を求めたい。番町の庭は地域の憩いの場として貴重だし、大変良いと思っている。 

〇様々な災害が見込まれまた予測不可能な（病気）感染症で在宅ワークが移行の中でこれ以上この文教地区

番町にオフィスを増やす必要があるのか。あるとすればその根拠をしっかりと説明して欲しい。千代田区は石川区長

の不祥事のため信用がもてなくなった。 

〇日本テレビ再開発事業の早期方針決定と実施を望みます。六番町奇数番地地区の地区計画、地権者の意見を

幅広く聞き「不要」の決定を行っていただきたい。 

〇各出張所で 1 週間ずつはやるべき。住んでいる本当の住民と仕事のために千代田区に来ている人との意見は分け

るべき。 

〇二番町、四番町がより開発につながることを望む。これにより、住民安全便利につながればよい。地区計画変更

も上記目的の為に必要と思われる。 

〇まちづくりは年々変化していきます。再開発は必要な事であり、私は勤務者にもやさしいまちづくりを希望します。 

 

（区民ホール） 

〇日本全体の世代別人口が逆ピラミッドであること、コロナやリモートワークを経験してオフィス需要が変わるであろうこと

を念頭に計画いただきたいです。 

〇今後東京都支部における再開発の計画は、100個近くあるとの情報です。当然ですが、住居地区を優先し身の廻

りの都合が優先するのは当然と思われます。千代田区の話ですから区内優先でいいのですが、プランを書き入れた

地図を見たときに臨接区が白紙には違和感があります。生活圏が隣接区とは繋がっていないのでしょうか。生活圏は

面であり、経済や行動に区境はありません。区では論議できないと言えばそれまでですが、隣接地域は都を介して連

続性の議論を定義していただきたい。飯田橋でも隣接する 3 地区が新しい街を目指しています。この 3 地区だけで

も連続性の議論はなされていません。計画段階で隣接する地区と如何に連続性を作るかに取り組んでいただきたい。

高齢者社会において、高齢者の住みよさをアピールすることが今後の住環境の目指すところです。例えば、緑地帯の

話です。東京は世界的に緑地の多い都市とされています。その資源をもっとアピールして千代田区の優位性を表に

出しませんか。明治神宮→外苑→東宮御所→迎賓館→外堀公園→小石川後楽園→神田川緑地→湯島→東

大構内→不忍池→上野恩賜公園→谷根千地区、少しずれますが靖国神社→千代田城→日比谷公園と長大

な緑地帯の中心が飯田橋です。医療施設、多彩な文化施設を上記の緑地帯と組み合わせた高齢者社会での心

地良い居住環境を如何に創成するかが行政のすべきことです。 

〇とても住みやすいところにいます。（富士見町）でも、一人暮らしといえども狭すぎ。人をまねくこともできないのは生

活の豊かさをそこねると思います。（公営住宅のため）ＷIFI 関連、ＩＴ関連、テレビ関連をそれぞれ個人で設備

するのは無駄多い。古いビルにはこんな思いする人も多いのでは。無駄な電柱はなくす方向でどうでしょう。 

〇千代田区頑張って。 

〇東神田馬喰町エリアで中小の古いビルをリノベーションしてカフェやギャラリーなどで活用していることに注目している。こ

うした取り組みを神田全体で取り入れられないか検討すべきだと思う。 

〇千代田区に若い人が増えているということは、区外・都外から人口を吸い取っているということでもあると思います。手

厚い子育て支援で出生率をあげることは何より重要なのではないでしょうか。首都東京の顔として率先して大胆な少
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子化対策に打ちこむことを求めます。 

〇都市区で有る千代田区ですが住民は少なく単体では存在できない区でも有ります。千代田区市構想の具体的な

表現も無くそれがすべての区の上位計画にあり、今回の都市計画マスタープランも千代田市構想に制約される物で

す。よって漠然とした千代田市構想を無すか、改めるか、具体的に何を目指しているのかを区民に対して説明責任

が作った人に有ります。早い対応を望みます。上水道も下水道も東京都全体の中で千代田区は有ります。徴税権

だけの問題では無く、他区からの来訪者から成り立つ区です。その点をふまえた都市計画マスタープランが必要です。

上位計画の東京都都計画マスタープランでも住民によりそった再開発中心の街づくりで無い、新しい時代の都市計

画も望む公務員が多かったです。 

〇こういった機会はとてもありがたい。他の計画でも全庁的にみならっていただきたい。とはいえ職員のみなさんは休日出

勤お疲れ様です。 

〇上記のＱ5のアンケートもきれい事に思えます。はっきり言えば千代田区の土地は一坪一坪が経済活動の日本の中

心であろうと思います。他者に対する思いやりや気づかいも大事ですが、それはよその区にまかせて千代田区はその住

民や所在する企業に対して最大限の利益や業績を提供する努力をするべきではないでしょうか。ぜひ再開発事業を

各所で進めていただきたいと思います。 

〇ＮＨＫ「東京リボーン」という番組にて、渋谷駅再開発に触れている会があった。最も印象的だったのが各デベロッパ

ー会社に建築上のルールを設けたことである。そのルールはたとえば路面には防災観点から階段、ＥＶを設置せよ、

という、不動産収益を減損せしめるものだった。（路面側に店舗が置けなくなるのは資料減である）ルールを定める

計画側と各デべは相当議論したとのことで、結果してルールは受け入れられた。千代田区もビジネスの町、不動産超

高い地域である、こうしたデべ達、地権者の利益を市場原理に任せ許すと徹底して下町感やファミリーにとっての住み

よさ、景観や文化は損なわれていくと思う。それは望ましくないと思う。区、行政として適切なルールの制定や交渉、

何より明確なビジョン設定をし、都心として、日本の首都として誇れるまちづくりを推進してほしい。 

〇多分、現状がある程度快適なので、この地区将来のビジョンについて深く向き合う機会があまりないのかもしれない。

かといって、高層ビルが建ってしまったら、後戻りはできないわけで、どのように将来を描けばよいのか困惑している。Ｎ

Ｏばかりでは計画にはならないし、自らの住む権利を失うことにもなりかねない。 

〇ご説明もいただきありがとうございました。丁寧な対応でした。 

〇千代田区の行政は難しい事が多いと思います。政府や外国公務もあるので、今を変える事も大事ですが、変えない

というのも選択肢のひとつとして残していただきたい。 

〇Ｑ5、この点について疑問を感じたので来場しました。千代田区役所はまじめに「ファミリー世帯の増加」を考えている

のでしょうか。それを下げるために、高層化または容積率の増加を政策に入れていこうという事なのでしょうか。都心に

保たれている高い付加価値を考えればファミリー世帯が簡単に住宅を入手できる政策があるとは思えません。千代田

区とは「億ションの街」いや「5 億 10 億の住居の街」であるべきでしょう。5000 万円で 70 ㎡の住居が手に入るよう

な街であってはなりません。 

〇ぜひもっと広く周知を。若者世代はネットしか見てないかと。図について（イラスト）左は千代田区外も含めた人に見

せるなら千代田区感があるが、対象が千代田区民だけでよいなら右が簡潔。 

〇若い世代がもっとこのような参加の機会を得られるよう周知してください。 


